別紙

住民基本台帳の一部の写し閲覧状況一覧表(令和2年12月1日～令和3年11月30日閲覧分）
申請者
株式会社野村総合研究所
1 常務執行役員 立松 博史

閲覧者（委託）

閲覧目的

閲覧日

閲覧件数

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

範囲・対象
国分広瀬三丁目

テレビ視聴に関する調査

R2.12.2

14

生活意識に関するアンケート調査

R2.12.9

15

第２回OECD国際成人力調査(PIAAC)予備調
査

R3.1.15

42

16歳以上の日本人の男女(平成16年6月末日までに生まれた男女)

東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ 東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル7階
日本銀行情報サービス局
2 局長 林 新一郎

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

東京都中央区日本橋本石町2-1-1

東京都墨田区江東橋4-26-5

国立教育政策研究所

株式会社 日経リサーチ

3 所長 中川 健朗

代表取締役社長 福本 敏彦

東京都千代田区霞が関3-2-2

東京都内神田2-2-1 鎌倉河岸ビル

文化庁国語課

一般社団法人 中央調査社

4 課長 柳澤 好治

会長 境 克彦

東京都千代田区霞が関3-2-2

東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル7階

国土交通省観光庁観光戦略課観光統計調査室

株式会社インテージリサーチ

5 調査室長 大沼 和善

代表取締役社長 小田切 俊夫

東京都千代田区霞が関2-1-2

東京都東久留米市本町1-4-1

厚生労働省大臣官房参事官

株式会社 日本リサーチセンター

6 (自殺対策担当) 岡 英範

代表取締役社長 杉原 領治

東京都千代田区霞が関1-2-2

東京都墨田区江東橋4-26-5

日本放送協会

一般社団法人 中央調査社

7 営業局長 吉田 健

会長 境 克彦

東京都渋谷区神南2-2-1

東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル7階

公益財団法人新聞通信調査会

一般社団法人 中央調査社

8 理事長 西沢 豊

会長 境 克彦

東京都千代田区内幸町２丁目２番１号(日本プレスセンタービル１階)

東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル7階

NHK放送文化研究所 世論調査部

NHK放送文化研究所 世論調査部

9 部長 吉田 理恵

部長 吉田 理恵

東京都港区愛宕2-5-1

東京都港区愛宕2-5-1

内閣府大臣官房政府広報室

一般社団法人 中央調査社

10 政府広報室長 田中 愛智朗
東京都千代田区永田町1-6-1

会長 境 克彦
東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル7階

隼人町内山田
20歳以上(平成13年1月31日以前の生年月日の方)

隼人町松永一丁目、隼人町松永二丁目、隼人町見次
16歳以上65歳以下の男女
(昭和30年5月24日～平成17年5月23日の間に生まれた人)
国分重久

令和２年度 国語に関する世論調査

R3.1.29

16

満16歳以上(平成17年2月末日まで生まれ)の日本人男女

国分中央一丁目

令和３年度 旅行・観光消費動向調査

R3.5.20

85

年齢・性別指定なし

溝辺町麓、溝辺町崎森

自殺対策に関する意識調査

R3.6.16

19

受信契約状況実態調査

R3.6.22

40

第１４回メディアに関する全国世論調査

R3.7.16

20

メディア利用の生活時間調査 2021

R3.8.18

12

18歳以上(平成15年5月31日までに生まれた男女)

国分広瀬二丁目、隼人町松永
満18歳以上(平成15年7月末日まで生まれた)日本人男女

隼人町真孝
満18歳以上(平成15年7月末日まで生まれた)日本人男女

国分姫城南、国分新町
10歳以上の男女(平成23年12月31日までに生まれた男女)

国分広瀬三丁目

国民生活に関する世論調査

R3.8.24

12

満18歳以上(平成15年8月末日までに生まれた)日本人男女

住民基本台帳の一部の写し閲覧状況一覧表(令和2年12月1日～令和3年11月30日閲覧分）
申請者
内閣府大臣官房政府広報室
11 政府広報室長 田中 愛智朗

閲覧者（委託）
会長 境 克彦

東京都千代田区永田町1-6-1

東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル7階

内閣府政策統括官(政策調整担当)付

一般社団法人 新情報センター

12 参事官(青少年環境整備担当) 小山 巌

事務局長 山本 恭久

東京都千代田区永田町1-6-1

東京都渋谷区恵比寿1-19-15

内閣府大臣官房政府広報室

一般社団法人 中央調査社

13 政府広報室長 渡邉 清

会長 境 克彦

東京都千代田区永田町1-6-1

東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル7階

内閣官房 孤独・孤立対策担当室

株式会社サーベイリサーチセンター

14 室長 谷内 繁

代表取締役 藤澤 士朗

東京都千代田区永田町1-6-1

東京都荒川区西日暮里２丁目４０番１０号

お茶の水女子大学

一般社団法人 新情報センター

15 基幹研究院長 浅田 徹

事務局長 山本 恭久

東京都文京区大塚2-1-1

東京都渋谷区恵比寿1-19-15

環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室

株式会社インテージリサーチ

16 室長 坂口 芳輝

代表取締役社長 小田切 俊夫

東京都千代田区霞が関1-2-2

東京都東久留米市本町1-4-1

株式会社野村総合研究所

一般社団法人 中央調査社

17 専務執行役員 立松 博史

閲覧目的

閲覧日

閲覧件数

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

範囲・対象
福山町福山

外交に関する世論調査(附帯調査:地下水)

R3.8.24

12

令和３年度 青少年のインターネット利用環境
実態調査

R3.9.15

20

離婚と子育てに関する世論調査

R3.9.22

13

孤独・孤立の実態把握のための全国調査

R3.9.28

50

満18歳以上(平成15年8月末日までに生まれた)日本人男女

隼人町内山田1丁目～3丁目
平成23年11月1日～令和3年11月1日に生まれた日本人男女(0～9歳)

横川町中ノ
満18歳以上(平成15年9月末日までに生まれた)日本人の男女

国分新町一丁目
満16歳以上の男女

国分野口町

ゲーム障害(依存)に関する全国標準サンプリ
ング調査

R3.10.13

25

昭和３６年１２月1日～平成２３年１１月３０日までに出生の男女

牧園町上中津川

令和４年度 家庭部門のＣＯ2排出実態統計調
査

R3.11.17

60

テレビ視聴に関する調査

R3.11.18

14

高齢者の日常生活・地域社会への参加に関
する調査

R3.11.19

20

JR肥薩線に関するアンケート

R3.11.26

50

昭和７年４月２日～平成１４年４月１日までに生まれた男女

隼人町見次
16歳以上の日本人の男女（平成17年12月末日までに生まれた男女）

東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ 東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル7階
内閣府政策統括官(政策調整担当)付
18 参事官(高齢社会対策担当) 手倉森 一郎

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

東京都千代田区永田町1-6-1

東京都墨田区江東橋4-26-5

鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局

一般社団法人鹿児島天文館総合研究所Ten-Lab

19 局長 加治 博孝
鹿児島県姶良市加治木町諏訪町12番地

理事長 伊達 あすみ
鹿児島県鹿児島市船津町1-11

国分広瀬四丁目、国分湊
６０歳以上の男女(昭和３６年１１月１日以前に生まれた人)

隼人町姫城、隼人町東郷、隼人町嘉例川、牧園町高千穂、牧園町宿窪田

横川町上ノ、横川町中ノ、横川町下ノ
50歳以上75歳までの男女

